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令 和４年１０月２7 日 

東 京 都 交 通 局 
 

東京都交通局 開局 111 周年記念企画 

11 月１日から、デジタルスタンプラリーを実施します！ 

～111 周年記念限定グッズも発売～ 

 
 東京都交通局は、明治 44(1911)年 8 月 1 日に東京市電気局として開局し、本年 111 周年を迎えました。 

 このたび、開局 111 周年記念企画として、1 が揃う 11 月 1 日から、デジタルスタンプラリーを実施しますのでお知ら

せいたします。交通局の５事業(都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム(都電荒川線)、日暮里・舎人ライナー、水力

発電)の垣根を超えた 111 年の歴史で初めての試みとなるスタンプラリー企画です。併せて、限定グッズの発売やオリジ

ナルノベルティグッズのプレゼントも実施します。ぜひこれを機に、交通局の事業や歴史に触れてください。 

 

 

１ 111 周年記念デジタルスタンプラリー開催 

111 周年を記念して、交通局の様々な事業や歴史をテーマとし、５事業

それぞれに設置したスタンプスポット全 11 か所をめぐるスタンプラリーです。 

 

２ 111 周年記念限定グッズ「クリーンアルコールジェル」発売 

111 周年限定デザインのクリーンアルコールジェルを、数量限定で発売します。 

 

３ 111 周年記念 オリジナルノベルティグッズプレゼント 

111 年もの間、都民の足として皆様からご愛顧いただいたことに感謝を込め、 

交通局のご案内施設にて限定のオリジナルノベルティグッズをプレゼントします。 

 

詳細については次ページ以降をご覧ください。 

 

  お問合せ先 

 （1 に関すること） 

東京都交通局開局 111 周年記念 デジタルスタンプラリー事務局  

電話:0570-055-176 (受付時間 平日 10:00～17:00） 

   ※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。 

 （2～３に関すること） 

   都営交通お客様センター  電話:03-3816-5700(年中無休 9 時から 20 時まで) 

 

都営地下鉄全駅等に掲出するデジタルスタンプラリーポスター 
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1 111 周年記念デジタルスタンプラリー 

開局 111 周年を記念して、交通局の様々な事業や歴史をテーマにした、デジタルスタンプラリーを開催します。 

交通局の５事業(都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム(都電荒川線)、日暮里・舎人ライナー、

水力発電)それぞれに設置したスタンプスポット全 11 か所をめぐってスタンプを集めてください。 

 

(1) 開催期間 

令和 4 年 11 月１日(火) 10 時から 同年 12 月 12 日(月)17 時まで 

(2) 参加方法 

① スマートフォンにて、 「東京都交通局開局 111 周年記念 デジタルスタンプラリー」 

特設サイトにアクセス(下の QR コードまたは https://toeikotsu.com/111rally) 

 

 

 

 

② 新規登録ボタンから、参加の登録 

③ 都内に散りばめた交通局の歴史にゆかりのあるスタンプスポットを巡り、デジタルスタンプを

集めます。デジタルスタンプは QRコードを読み込む方法と GPS から取得する方法の２種類

があります。 

  ・QR コード：各スタンプスポットに掲出しているポスターの QR コードを読み取って、スタンプをゲット 

  ・GPS：スマートフォンの GPS(位置情報サービス)機能が ON になっていることを確認したうえで、指定されたスポット

付近で特設サイト上の該当スポットページを再読み込みし、スタンプをゲット 

取得できるデジタルスタンプは、なんと過去に登場した切符・乗車券のデザイン！ 

各スタンプスポットのページでは、スポットに関する歴史を昔の写真を交えてご紹介しています。また、スタンプスポット

ごとに周辺施設や飲食店などのおすすめスポットをご紹介しています。 

 

  スタンプスポット(全 11 か所) 

  ○ 都営地下鉄コース 【QR コード】 

    浅草線本所吾妻橋駅、三田線高島平駅、新宿線東大島駅、大江戸線汐留駅 

  ○ 都営バスコース 【GPS】 

    西浅草三丁目停留所、有明テニスの森停留所、千登世橋停留所 

  ○ 都電コース 【GPS】 

    三ノ輪橋停留場、荒川車庫前停留場 

  ○ 日暮里・舎人ライナーコース 【QR コード】 

    舎人公園駅 

  ○ 水力発電コース 【GPS】 

    再生可能エネルギーPR 館(エコっと白丸) 

 

    ※お子様連れでも楽しめるよう、分かりやすく交通局の歴史を説明したデジタルリーフレットがダウンロード 

できます。 

 

④ 「地下鉄」、「バス」などの事業ごとのデジタルスタンプをすべて集めると、コース達成賞としてデジタル賞状とオリジナル壁

紙をプレゼント  

特設サイトトップ画面 

https://toeikotsu.com/111rally
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100 分の 1 スケールの紙製模型「テラダモケイ」の都営交通編。「都営浅草線」、「都営大江戸線」、「都営バス」の 3 種セットです。 

⑤ 全 11 スポットを制覇すると、全スポット達成賞として、シリアルナンバー入りプレミアムデジタル賞状を全員にプレゼン

ト。更に、ご応募頂いた方の中から抽選で 20 名様にオリジナルグッズをプレゼント 

 

【オリジナルグッズ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんくるサコッシュ（5 名様） 

大江戸線銘板（5 名様） 
令和 4 年に廃車となった都営地下鉄大江戸線 12-000 形 16 編成（4 次車）に取り付けられていた車籍銘板です。 

111 周年を記念した、限定デザインで発売するクリーンアルコールジェル。持ち運びしやすい手のひらサイズです。 

テラダモケイ 3 種セット（4 名様） 

クリーンアルコールジェル（６名様） 
 

 
※応募するグッズは選べません。 

都営バスの座席に使用している、みんくる柄の生地の自動車工場謹製のオリジナルサコッシュ。なんと今回が初登場です。 

※参加に当たっては、新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットなどのご協力をお願いいたします。 
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２ 111 周年記念限定グッズ「クリーンアルコールジェル」を発売 

111 周年を記念して、数量限定の「クリーンアルコールジェル」を発売します。111 周年の限定デザインです。アルコール

ジェルは無色・無香なのでシーンを選ばずにお使いいただけるとともに、持ち運びしやすいサイズとなっています。除菌や感染

予防をしながらデジタルスタンプラリーにもご参加いただけます。（容器は繰り返しご利用頂けます。） 

   

 

 

 

 

(1) デザイン 

開局 111 周年記念 路面電車・円太郎バスデザイン 

※車両やキャラクターを使用した新たなデザインも近日リリース予定です。どうぞお楽しみに。 

(2) 発売開始日 

令和 4 年 11 月 1 日(火) 

(3) 発売場所 

○ 都営地下鉄 16 駅の駅長事務室 

五反田、新橋、浅草橋、日比谷、水道橋、巣鴨、高島平、市ヶ谷、馬喰横山、本八幡、上野御徒町、門前仲町、 

大門(大江戸線)、青山一丁目、都庁前、練馬駅 

○ 荒川電車営業所 東京さくらトラム(都電荒川線)「荒川車庫前」停留場下車すぐ 

○ 三ノ輪橋おもいで館 東京さくらトラム(都電荒川線)「三ノ輪橋」停留場下車すぐ 

※開館日及び開館時間については HP 等でご確認ください。 

(4) 価格 

1,500 円(税込み) 

(5) 発売数 

200 個 (数量限定) ※販売個数に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。 

  

・ 商品名：開局 111 周年 クリーンアルコールジェル 

・ サイズ：約 横 58ｍｍ×縦 101ｍｍ×奥行 17ｍｍ （内容量 50ｍｌ） 

・ 成分：エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ツボクサエキス、ヒアルロン酸 Na、グリセリン、TEA、カルボマー、BG 
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「とあらん」 
三ノ輪橋おもいで館 

「バス横向き」 
上野御徒町駅 TIC 

「地下鉄横向き」 
新橋駅 TIC 

「みんくる」 
新宿西口駅 TIC 

「局紋」 
エコっと白丸 

8 月 1 日～配布 新デザイン・配布場所追加 
11 月 3 日～ 

デザイン追加 
11 月 1 日～ 

「地下鉄車両」 
新橋駅 TIC 

「日暮里・舎人ライナー
車両」 

 上野御徒町駅 TIC 

「バス車両」 
新宿西口駅 TIC 

「都電車両」 
三ノ輪橋おもいで館 

3 111 周年記念 オリジナルノベルティグッズをプレゼント 

開局記念日の８月１日からツーリストインフォメーションセンター（TIC）及び三ノ輪橋おもいで館にて配布中のオリジナ

ルノベルティグッズ(靴の消臭・調湿ペーパー)に、新しいデザインを追加するとともに、配布箇所も増えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ツーリストインフォメーションセンター(TIC)・三ノ輪橋おもいで館   
 

当日有効の「都営まるごときっぷ(都営交通共通１日乗車券)」を次の配布場所にて係員に提示すると、まるごときっぷ

１枚につき１セット(２枚入り)をプレゼントします。  

○ 配布場所 

・ ツーリストインフォメーションセンター(浅草線新橋駅、大江戸線上野御徒町駅、新宿西口駅) 

・ 三ノ輪橋おもいで館  

※ 営業日及び営業時間については HP 等でご確認ください。 

○ 実施期間 令和４年 11 月１日(火)から令和５年 1 月 11 日(水)  ※なくなり次第終了 

○ 配布場所ごとにデザインが異なります。 

 

 

  再生可能エネルギーPR 館(エコっと白丸)   
 

 

白丸調整池ダムに隣接する場所に設置し、令和 4 年 11 月６日に開館１周年を迎えます。 

「エコっと白丸」までお越しの方に、東京都交通局「局紋デザイン」１名につき１セット(２枚入り)を 

プレゼントします。 

○ 実施期間 令和４年 11 月 3 日(木)から令和５年１月９日(月)  ※なくなり次第終了 

※ 開館日及び開館時間については HP 等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111 年もの間、都民の‟足”として皆さまからご愛顧頂いたことに感謝を込めて製作した‟靴”

に使用する消臭ペーパーです。原料には産業廃棄物だった梅の種を炭にして、再生紙に抄きこ

んだ「炭再生紙」を使用。炭の効果で嫌なニオイや湿気を吸着・軽減します。 

 また、天日干しすることで繰り返しご利用頂けるサスティナブルなものです。是非この機会に入

手して都営交通とともに繰り返しご利用ください。 


